
大田文化の森ってどんなところ？

 

 

 

大田文化の森運営協議会は文化活動を支援します。大田文化の森運営協議会は文化活動を支援します。

地図の無断転載を禁ず地図の無断転載を禁ず

事業目的
　運営協議会は、区民自らが中心となって事業運営を行い、新たな区民文化を
創造することを目的とし、その目的を達成するため運営要綱に定めるとおり、次
の事業等を大田文化の森において行います。

◆ 文化芸術に関する公演及び展示
◆ 文化芸術活動の支援、協働及び育成に関する事業
◆ 文化芸術の活性化を図るための情報収集及び発信に関する事業
◆ その他運営協議会の目的を達成するために必要な事業

　「大田区の文化・芸術の振興」「まちづくりの推進」と大田区民の主体的な文化活動を支援することを運営目的とし、
大田区・公益財団法人大田区文化振興協会から助成金を受けて事業運営しています。

大田文化の森運営協議会情報紙（偶数月発行）
発行者：大田文化の森運営協議会事務局
〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1-4F
TEL：03-3772-0770　FAX：03-3772-0704

https://www.bunmori-unkyo.jp/

各種お問い合わせは、上記ホームページの
「お問い合わせ」から送信してください。

大田文化の森運営協議会があなたの企画を応援します
大田文化の森でコンサートや講座を企画してみませんか？
区内在住・在勤・在学の方がご応募できます！
昨年度は、ホールコンサート、展示企画、ダンス講座や子ども向けワークショップ、親子で参加できる体験講座など
たくさんのイベントを企画実施することができました。
※現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、文化の森の施設利用には制限がございます。
　詳しくは、ホームページ（各種募集）をご覧いただくか、直接お問い合わせください。

おおた文化の森
大田文化の森運営協議会情報紙
https://www.bunmori-unkyo.jp/
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【新型コロナウィルス感染症への対応】
大田文化の森運営協議会が事業を主催する際、新型コロナウィルス感染症拡大防止に万全を期してまいります。また、
国、東京都ロードマップ、大田区文化振興協会が示すガイドライン等に沿って、急遽イベントの中止、定員の変更が
生じる場合があります。

〇運営協議会がイベントを開催するにあたって
・すべてのイベントについて事前申込制とします。
・出演者、講師、スタッフの検温等を実施し、体調を確認します。
・スタッフは手指の消毒とマスク、フェイスシールドの着用をし
て参加者の方へ対応します。
・受付などでは、飛沫感染防止のために卓上パーテーションを設
置します。
・物品販売、入場料の受け渡しの際は、ウィルス対策用手袋を着
用し、トレーを使って行います。
・行列を避けるため、入場整理を行います。
・通常の換気に加え、休憩中に窓などを開けて換気に留意します。
・ご参加いただくお客様の氏名、連絡先をできる限り把握し、感
染が発生した場合は、必要に応じて保健所等の公的機関へ情報
提供をさせていただきます。

〇参加者の方へのお願い
・発熱、咳等の体調不良の場合には、参加をお控えください。
・当日、受付での検温等にご協力をお願いします。
・参加する際は、必ずマスクを着用の上、手指の消毒をお願いし
ます。
・人との間隔はできるだけ、2メートル以上をお願いします。
・熱中症予防等の水分補給を除き、館内での飲食はご遠慮いただ
き、ゴミの持ち帰りをお願いします。
・座席を指定する場合があります。
・その他、当日のスタッフの指示にご協力をお願いします。
・感染が発生した場合は、把握しているお客様の氏名、連絡先を
必要に応じて保健所等の公的機関へ情報提供をさせていただき
ます。

イベント案内
文文 化化 のの 森森

マークの見方
WEB WEB  ............... ...............   ホームページからの申込を受け付けます。 ホームページからの申込を受け付けます。
先着順 先着順 ............................   事前申込不要。 事前申込不要。
チケット チケット  .......... ..........   チケットを各販売センターで販売いたします。 チケットを各販売センターで販売いたします。
往復はがき 往復はがき  ...... ......   往復はがきでの申込を受け付けます。 往復はがきでの申込を受け付けます。
保育あり 保育あり  .......... ..........６ヵ月から小学生未満までのお子様が対象です。６ヵ月から小学生未満までのお子様が対象です。
                       お子様お一人につき、500 円をご負担いただきます。                           お子様お一人につき、500 円をご負担いただきます。    
                        （申込時に要予約）                        （申込時に要予約）
未就学児 OK 未就学児 OK  ... ...   未就学児もご入場・ご参加いただけます。 未就学児もご入場・ご参加いただけます。
未就学児 NG 未就学児 NG  ... ...   未就学児はご入場・ご参加いただけません。 未就学児はご入場・ご参加いただけません。

問合先：大田文化の森運営協議会　事務局問合先：大田文化の森運営協議会　事務局
〒143-0024  東京都大田区中央2-10-1-4F〒143-0024  東京都大田区中央2-10-1-4F
TEL：03-3772-0770  FAX：03-3772-0704TEL：03-3772-0770  FAX：03-3772-0704

（平日9時～17時、祝日・文化の森休館日を除く）（平日9時～17時、祝日・文化の森休館日を除く）
https://www.bunmori-unkyo.jphttps://www.bunmori-unkyo.jp

新型コロナウィルス感染症の影
響により、イベントが中止また
は延期となる場合がございます。

休館日の
お知らせ 7月9日（木） ・ 8月13日（木）・ 14日（金）

運営協議会のみお休み

4階運営協議会の窓を見上げてみよう
「あしたへつながる。みんなとつながる。」
コロナに負けない気持ちを4階の窓からお伝えしています。

毎月 第３水曜日 （7・8月はお休み）　第３・第４集会室森で言葉を楽しみましょう！

言葉遊びから日本語の粋を学ぶことまで、声を出すことを楽しみましょう。

毎月 第４水曜日 （7・8月はお休み）　ホール森のこだま

楽しく歌いましょう！

五感を使った簡単なゲームやストレッチなど。動く楽しさを体感し、気持ちよく健康に。脳トレ効果も。

ひとひねりした大人の折り紙で、脳も心も活性化を。

小学生までのお子様を対象に本や紙芝居を読み聞かせます。

毎月 第２水曜日 （7・8月はお休み）　第３・第４集会室おりがみの森

再
開
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で
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い 毎月 第１・第３木曜日 （7・8月はお休み）　４階保育室おはなしのへや

毎月 第１火曜日 （7・8月はお休み）　第３・第４集会室誰でも簡単！リフレッシュ体操

ブラジル音楽コンサート
10月31日（土） 14：00開演

ヴァイオリンとピアノによるクラシックミニライブ
10月10日（土） 14：00～15：15

開
催
準
備
中
！

ベーゴマやコマ、けん玉、簡単なバルーンアートなどで楽しく遊ぼう！

対象▶どなたでも（未就学児は保護者同伴）　参加費▶無料　定員▶抽選で26名　締切▶8/21必着

みんなで遊ぼう昔遊び 9月6日（日） 13:30～15：30　第３・第４集会室

消しゴムはんこで作った連続模様のスタンプでオリジナルブックカバーを作ろう！

対象▶小学4年生以上　費用▶300円　定員▶抽選で20名　締切▶7/21必着

ペットボトルのキャップを可愛らしいスイーツマグネットに！ 磁石入りだからペタッと貼ったりケースに入れて飾ったりできます！

対象▶小学生以上　費用▶200円　定員▶抽選で30名　締切▶7/27必着

ちりめんでつまみ細工に挑戦！可愛らしい金魚が泳ぐカードは飾ってもプレゼントにしても素敵です！

対象▶中学生以上　費用▶200円　定員▶抽選で30名　締切▶7/27必着

お家で過ごす時間が多い今だから…チクチク…手のひらサイズの可愛らしいテディベアを作ろう。

8月22日（土）10：00～12：00の指定した時間・会場でキット一式（材料・説明書など）をお受け取りいただきます。 

8月8日（土）10：00～12：30の指定した時間・会場でキット一式（材料・説明書など）をお受け取りいただきます。

8月8日（土）13：30～16：00の指定した時間・会場でキット一式（材料・説明書など）をお受け取りいただきます。

8月9日（日）14：00～16：00の指定した時間・会場でキット一式（材料・説明書など）をお受け取りいただきます。

対象▶小学生以上　費用▶300円　定員▶抽選で20名　締切▶8/7必着

【持ち帰りワークショップ】 私だけのミニテディベア（ハーブ入り）

【持ち帰りワークショップ】 ちりめんで「金魚のつまみ絵」のカードを作ろう！

【持ち帰りワークショップ】 ペットボトルキャップのスイーツマグネット

【持ち帰りワークショップ】 連続模様でつくるオリジナルブックカバー

ベーゴマを加工して、強いマイベーゴマを作ってみよう！
午後から、作ったベーゴマの回し方を教えてもらったり、大人も子どもも一緒に勝負ができる時間があるよ！（13：00～16：00）

対象▶小学生以上（小学1年生～3年生は保護者同伴）　参加費▶200円　定員▶抽選で30名　締切▶9/3必着

マイ・ベーゴマを作って、世代を超えた真剣勝負！(作る体験） 9月20日（日） 9:45～12：00　第３・第４集会室

往復はがき WEB

往復はがき WEB

往復はがき WEB

往復はがき WEB

往復はがき WEB

往復はがき WEB

楽しく遊びながらけん玉で全身運動。運動不足の解消や認知症予防に役立ちます！

対象▶60歳以上　参加費▶無料　定員▶抽選で20名　締切▶9/1必着

シニアのための健康けん玉教室 9月18日（金） 13:30～15：30　第３・第４集会室

正確な発音でABC…から始めよう！
講師：Michi Enya

対象▶18歳以上　参加費▶1,500円　定員▶抽選で15名　締切▶8/17必着

Aから始めるやさしい英会話（全3回） 9月1日・8日・15日（各火） 10:30～11：45　4階集会室

往復はがき WEB

往復はがき WEB

「日本考古学発祥の地」とされる大森。大森貝塚や縄文とは何かを、専門家の解説と映画で学びましょう！

対象▶どなたでも　参加費▶無料　定員▶抽選で58名　締切▶8/31必着

映画「縄文にハマる人々」にハマって見る会
9月19日（土） 14：00～16：30　ホール

往復はがき WEB

や
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詳細は後日、文化の森運営協議会ホーム
ページやチラシにて発表します。
お楽しみに♪

未就学児OK
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■当日お越しになられる全ての方のお名前と年齢をご記入ください。

■WEB申込の場合
イベントカレンダーからご希望のイベント名をクリックしてください。イベント詳細ページから「イベント申込」ボタンをクリックし、
申込フォームに必要事項を入力後、送信してください。
大田文化の森運営協議会から、受付番号を記載したイベント申込受付メール（auto-reply@bunmori-unkyo.jp）が届きます。イベントに参
加する場合は、この受付番号が必要になりますので、大切に保存しておいてください。また、イベント申込受付メール及び抽選の結果メール
（result@bunmori-unkyo.jp）が届かない場合は、大田文化の森運営協議会事務局（03-3772-0770）までご連絡ください。

■チケット販売の場合
「大田文化の森」「区民プラザ」「区民ホールアプリコ」のそれぞれの受付で販売をします。原則自由席になります。

■往復はがき申込の場合
往復はがき１枚に１企画のお申込みができます。催し物名、〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記して下記宛先にお申込みください。
〒 143-0024　大田区中央 2-10-1　大田文化の森運営協議会　「催し物名」係
※荒天時等やむをえず企画を中止する場合は、大田文化の森運営協議会ホームページでお知らせをいたします。

7月30日（木）～8月3日（月）運協イベントおすすめ情報♪を展示コーナーにおいてお知らせします！


